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会長あいさつ　
　ここのところ天候不順で雨も多く、生活の中で苦労
されながらがんばってみえる皆様、心から有り難うご
ざいますとお礼を申し上げます。
　今日は９月の第一例会です。９月というのは秋が始
まって、野菜・果物色々なものが実りを始めるときで
す。そんな中、今日は２回目の信長築城に関する話を
小野先生に引き続きお願いすることになっております。
　信長の話は皆さんよくご存じですが、今日も是非信

長の考え方などもう一度改めて聞いていただくとあり
がたいと私自身思っている次第です。

第1239回例会　　通常例会
平成27年９月４日㈮
12：15 ～ 13：30 名古屋観光ホテル

おめでとう誕生日 9月

Ｌ尾崎会長
Ｌ野村俊介
おめでとうございます

　今回は前回のおさらいをしつつ、信長が目指したも
の、どんな野望を持っていたのかというところまでお
話しできればと思っております。
　前回、発掘調査について少しご紹介したと思います。

小牧山城の山頂部分で、次々と石垣が現れてきていま
す。昨年度10年目の調査で、３段目の石垣があるこ
とがわかり、さらに石垣の範囲がひろがっていく、よ
り堅固なお城の姿が現れつつあります。
　小牧山城の石垣は石垣の中でも初期の物です。その
ためまだ高く積む事ができず、積めても３、４メート
ルぐらいでした。それでも高く積むために、階段ピラ
ミッドのように、石垣が段築状に繋がっていく。それ
を下から見ると10メートルほどの一続きの石垣であ
るかのように見せる、視覚のトリックも城の中に取り
込んでいるのではないかということが分かってきてい
ます。
　また、これまで10年間発掘調査を続けております
が、小牧山城では瓦が一点も見つかっていませんので、
私たちが想像する瓦葺きの天守閣ではなかったのでは
ないかと思われております。屋根は柿葺きとか板葺き
のような木質の材だったのではないかと言われており
ます。
　前回、日本にはお城が約30,000あったと申しました

小牧市教育委員会 考古学専門員

　　　　　　小野 友記子 様

信長の城づくりについて

ゲストスピーチ 第二話Speech
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が、そのうちの織豊平城郭、近世城郭と言われるもの
が約300。残りの99％の中世の山城はお城と認識され
ていません。なぜかというと、中世のお城は土から成
る、「城」の字を表している姿です。山の木を倒し、
斜面を削り、堀を刻む。その土砂を横に連ねて土塁に
する。こういった土木工事で出現するのが中世城郭で
す。しかし、石垣を持ち、堀があり、石垣の上に高層
建築物がたち、その屋根には瓦が葺かれるという私た
ちのイメージするお城は、安土城から始まるというの
がこれまでの日本史の理解でした。
　信長が岐阜城、安土城を築城し、城郭というのが成
立します。その後秀吉が安土城を原型にした城郭を手
がけ、完成させ成熟させていきました。
　この新しいお城の姿、土ではなく石、高い建物への
趣向が認められるということになれば、安土城から始
まったとされるお城の概念が、実は小牧山城にルーツ
があると分かってきたのです。
　もう一つ信長は、お城の南に町を作っていることが
発掘調査で分かってきています。まずインフラを整備
し、清洲から家臣・商工業者などを連れてきます。そ
のときに、近世城下町の原型になっている同業集住を
小牧で先駆けて始めたことも分かっています。政治と
経済の中心地を清洲から小牧に移そうとしていたので
はないかと考えられます。
　信長は中世から近世へのお城の概念を変えてしまっ
たのです。それまでは単なる戦闘施設であったお城に、
見せるための権力の象徴的モニュメントとしての機能
を持たせたのです。そして私たちの現代社会の中では、
未だにお城というものが、社会のアイデンティティの
モニュメントとして機能しているといえます。450年前
に信長が新しく作り出したお城の概念が、未だに我々
の価値観に非常に大きな影響を及ぼしているのです。
信長と私たち、同じ価値観を共有できていると考えて
いただけたら、少しは戦国時代の人たちの息や足跡を、
親近感を持って感じていただけるのではと思い、私の
お話とさせていただきます。

会長あいさつ　
　こんばんは。今日は２名のゲストをお招きし、また
我々の親クラブである中クラブの先輩方にお越し戴き
大変有り難うございます。緊張しておりますが今日は
宜しくお願い致します。
　つい最近、北関東で水害があり、大変な被害でした
が緊急援助資金を戴き、水や毛布などの緊急援助を
し、これからも引き続き援助をしていくというお話を
戴きました。皆様引き続き宜しくお願い致します。

　本日は名古屋中ライオンズクラブ・名古屋栄ライオ
ンズクラブ合同例会にお招き戴きありがとうございま
す。
　常に指導的役割を果たしております両クラブのゾー
ン・チェアパーソンということで訪問出来ることは誠
に光栄であります。
　私は生来、想像・創造のどちらも縁がなく、どちら
かというと経験した事の中でしか物事の判断ができな
い、行動のきっかけがつかめないということで、強縮
でございますが、ライオンズクラブに入ってからのこ
とを経験を交えながらお話ししようと思います。
　同じ１リジョン１ゾーンの名古屋ホスト・名古屋名
城・名古屋北・名古屋城北のこの４クラブは４クラブ
活性化委員会を組織しておりまして、交互に例会訪問

第1240回例会　　合同例会
平成27年９月17日㈭
18：15 ～ 19：30 クレストンホテル

お誕生日のＬ尾崎会長によるローア

名古屋栄LC会長

Ｌ佐藤　文弘

本日のローア

Ｌ祖父江   朗
（名古屋城北LC）

Speech 1R1Zゾーンチェアパーソン

私とライオンズ
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したり、事務局の話し合いをしたり等の機会がありま
す。中LC、栄LCにつきましてはそういったものがな
いため、ゾーン・リジョンの会合がないとお会いでき
ないので残念な気がします。
　ところで私のライオン歴ですが、1997年３月11日
に入会しました。去る９月10日の名古屋北、名古屋城
北、名古屋堀川３クラブ合同訪問例会に当職ゾーンチ
ェアパーソンとしての例会でしたが、入会以来445回、
連続例会出席の継続中であります。これまで続けてい
られるのも、私自身含め家族が健康であること、仕事
も何とかうまく回っていること、そして何よりもライ
オンズのメンバーをはじめとする諸先輩の方々のご指
導ご鞭撻を賜っておること、心からただただ感謝の気
持ちでいっぱいです。ライオンイズムの何たるかを全
く知らずに入会、やりながら少しずつ理解できるよう
になるだろうと高を括っておりましたが、未だに理解
しきれていないように思います。誠に申し訳ないこと
です。
　入会以来殆どのアクティビティに参加し今日に至っ
ております。また運営事務委員もそれなりにやって参
りました。これからも進んで参加したいと思います。
　1981年に日本人初の国際会長が誕生してから、34
年ぶりに山田国際会長が就任されました。また加藤地
区がバナーは私たち１リジョン２ゾーンの太閤ＬＣの
メンバーです。私たちは一丸となって支えなければな
りません。
　加藤ガバナーの基本方針は、①会員増強を図る、②
LCIFにおけるMJF制度献金の1,100口を目標に努力す
る、③防犯カメラの設置を推進する。１リジョン１ゾ
ーンのアクティビティとしてお取り組み頂けたらと思
います。
　以上、名古屋中LC、名古屋栄LCの絶大なるご支
援、ご協力を賜りながら１リジョン１ゾーンの円滑な
運営に携わって参りたいと存じております。今期一年
間のお力添えを心からお願い申し上げまして、話を綴
じさせて戴きます。

尾崎会長あいさつ　
　今日はL谷口の葬儀が行われた後の最初の例会でご
ざいます。
　私がライオンズに入会して何年か経ちますが、先輩
方から色々ご指導を受けて今日に至りました。
　谷口先生が会長の時、私は幹事をさせて頂きました
が、谷口先生には大変お世話になったという記憶が残
っております。私が独身の頃、作法を身に付ける為に
近所の表千家へ通っておりまして、家内も偶然表千家
で習っておりまして、谷口先生も表千家ということで
ご縁を感じております。
　先生に関わる沢山のエピソードが思い出されます
が、つい最近まで元気なお姿を拝見しておりましたの
で、大変びっくりしております。人には運命というも
のがあり、それには勝てませんが、何を持って先生に
応えていくかというと、ライオンズクラブを発展させ
ていくのが先生への恩返しだと思っております。
　皆様とライオンズクラブを通して知り合い、楽しくご一
緒させて頂き、私達自身も発展していかなければいけま
せんし、谷口先生が目指された色々な社会貢献や、ライオ
ンズクラブが目指す理想を目標に頑張って参りますので、
今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

　今日は一言御礼を申し上
げたくて参りました。
　父がライオンズで大変お
世話になり、そして葬儀に

ご参列頂き、お花も頂戴し、弔辞も色々なところから
頂戴致しまして、誠にありがとうございました。
　何よりも皆様が父を送って頂いたその暖かいお気持
ちがひしひしと伝わって参りまして、ライオンズに入
って本当に良かったんだなと思っております。皆様お
忙しい中、どうもありがとうございました。

２クラブ第１副会長によるローア
　　　　　　（中LC・Ｌ家田　栄LC・Ｌ橋本）

本日のローア

第1241回例会　　通常例会
平成27年10月２日㈮
12：15 ～ 13：30 名古屋観光ホテル

おめでとう誕生日 10月

Ｌ三國　健
Ｌ家田　晃次
Ｌ貝出　賢司
おめでとうございます

長男 谷口剛久様
奥様の祐子様

Speech 故 Ｌ谷口 宗清の思い出
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　父の思い出としては、ライオンズに入ってから、父
自身の世界が広がったと感じております。お茶は師匠
と弟子という狭い世界ですが、ライオンズに入会して
からは色々なところへ出掛けとても楽しそうでした。
社会貢献も沢山ありまして、献血や、カンボジアで小
学校を作ったり、アンコールワットの前でお茶会をし
たり、どれも父の良い思い出になったと確信していま
す。普段とは違った経験が沢山出来たので、この出会
いは本当に良いものだったと思います。 　
　私事ですが、30年間勤めた教員を来年の３月で辞
めまして、父の跡を継ぐことになりましたので、今後
は皆様にご指導、お支えを頂きながら頑張って参りた
いと存じます。　
　11月23日は、谷口宗清思い出の茶会として開催致
しますので、お忙しいとは存じますが、お時間許しま
したら是非。今日は本当にありがとうございました。

Ｌ田中 博晶
　私が谷口宗匠のところへ習い始めたのは今から丁度
25年前の平成２年10月２日でした。
　１回目のお稽古では、足の組み方、手の置き方、お
辞儀の仕方、障子の開け方などを教わりました。
　最初のうちはお点前までしっかりしておりましたが、
そのうちにお茶だけ頂くようになり、気楽な雰囲気で
習わせて頂いたので、25年間も続けることが出来た
のだと思っております。
　Ｌ杉本もお誘いして、彼も20年間続けられたのは、
谷口宗匠のお人柄こそだとおっしゃってみえました。
　本当に素晴らしい人格者で、お茶人という方はこう
いう方かとつくづく思いました。
　谷口宗匠はお亡くなりになられましたが、今日おみ
えの奥様、ご子息とは今後ともお付き合い頂きたいと
存じます。

Ｌ杉本 欣彌
　先日栄小学校の同窓会があり、90名の参加者のう
ち27名が谷口先生の教え子でした。皆さん口を揃え
て、谷口先生は悪さをしても決して怒らないとおっし
ゃってました。
　谷口先生は本当に温厚な方でいらっしゃいました。

会長あいさつ　
　名古屋中ライオンズクラブと友好関係にある仙台の
ライオンズクラブに行って参りました。55年周年の
祝賀大会があり、大変賑やかで有意義な会が催されま
した。

　私達のクラブからも10人の参加者があり、沢山の
方々と交流して参りました。
ライオンズクラブの精神というものは会員増強と共
に、先輩方の努力によって友好クラブが出来てきて、
そしてその中で色々なことを学び合えるところにあり
ます。
　友好クラブとの友好関係が長く続く為に、私達は努
力していかなければならないと思っています。

第1242回例会　　通常例会
平成27年10月16日㈮
12：15 ～ 13：30 名古屋観光ホテル

瀬戸市美術館 館長

  服部　文孝 様

せとものの特徴

ゲストスピーチ
Speech

　今日はやきものについて、視点を変えて見るきっか
けとなるようなお話や、瀬戸のやきものの特徴につい
てご理解頂ければと存じます。
　自分専用のお茶碗を持つのは日本では当たり前のこ
とですが、他の国ではそういった文化はありません。
　食器棚を見ても、沢山の種類のやきものが入ってい
ると思いますが、他の国では種類が少ない。秋刀魚を
食べる時に長い皿を使いますが、それは日本人が日本
で生活する中で積み重ねてきた日本人独特の文化です。
他の国には全くない文化なので、外国人から見ると素
晴らしいと思いますし、それぞれの食材によって使用
する食器も変わってくるので見た目にも楽しめる、そ
ういった観点から日本食が世界遺産になるのもうなず
けます。
　食べる時に食器を使いますが、その他にもやきもの
は身近に存在しています。
　周りにあるやきものの例を挙げると、トイレ、洗面
器、携帯の基盤の中にも入っていたり、生活する上で
やきものがなければ生活していけないと言っても過言
ではありません。作れないものはないという位沢山の
ものを作ってきています。
　瀬戸市の粘土採掘場では良質な粘土が沢山取れます。
瀬戸が千年間歴史があるというのは、この粘土があっ
たからです。
　瀬戸のやきもの、鎌倉時代は穴窯で焼き、陶祖とい
う人が中国へ行って学んだのもこの時期です。室町時
代に入って、美濃の黄瀬戸、志野、織部が焼かれる。
江戸時代に入り大量生産が進んでいきます。そして徳
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利などの庶民の器が焼かれるようになります。19世
紀、江戸時代の終わりに磁器が出来ます。明治に入っ
て海外の博覧会で好評を得ます。大正に入って現代陶
芸へとやきものが展開していきます。
　こうして見ていきますと、ほぼ同じようなやきもの
は無いということが分かります。
　時代時代によって求められているやきものを作って
きたのが瀬戸です。
　鎌倉時代は武家集団の為のお茶碗、その後茶道具と
してのやきもの、庶民の為の器、海外へ輸出する為の
やきもの、時代によって全く違ったやきものを焼いて
いるのが瀬戸の大きな特徴です。こんな産地は世界的
に見ても瀬戸しかありません。大体産地というのは、
同じものをずっと作ってきているのが通常です。
　戦後にはノベルティと呼ばれる人形を作ったり、昭
和40年代以降、瀬戸のまん中を流れる瀬戸川は粘土
を流すので白い川となり、石炭を使って焼いているの
で黒い煙が出て、「白い川」「黒い煙」この２つが瀬
戸の産業を発展させた特徴ですが、公害ですので今は
ありません。
　せともの祭りには毎年30万人から40万人が訪れま
す。瀬戸がやきものの町として発展してきたのは、時
代によって変わったものを作ってきたことや、日本の
文化の中でやきものが多種多様であったからです。
やきものは身近過ぎて興味を持ちにくいですが、今日
帰って食器棚を再度見て頂きますと、やきものに対す
る見方も変わってくるのではないかと思います。
　今日はありがとうございました。

参加者のみなさん

閖水地区で亡くなった
子供達を悼む

　仙台中央グリーンＬＣのＣＮ55周年に中ＬＣから
９名のメンバーが参加いたしました。式典では記念事
業の発表がなされた他、記念講演として著名な心理カ
ウンセラー・メンタルトレーナー浮世満理子氏による
「組織を強化するメンタルトレーニング」と題する講

演が行われました。
　翌日のエクスカーションでは世界遺産平泉金色堂を
見学し、被災地視察として宮城県名取市閖水地区を訪
れました。

◎定例理事会 （９月17日クレストンホテル ルビールーム）
〈出席〉Ｌ尾崎　Ｌ森　Ｌ貝出　Ｌ田中　Ｌ丹羽
　　　　Ｌ一柳　Ｌ三国　Ｌ林　Ｌ赤堀　Ｌ家田
　　　　Ｌ竹川　Ｌ村松
１．会計報告
　８月末試算表　承認
２．献血キャンペーンの件
　11月６日　例会振替とする。担当は環境・保健委
員会。昼食場所は例年通りとする。承認
３．ＬＣＩＦについて
　セミナーに出席されたＬ家田より報告。
４．全名古屋合同名簿作成について。承認
５．その他
　Ｌ田中より、防犯カメラについて
　既設の個人の防犯カメラを登録し、道路等へ向け、
要請があった場合にはデータを提供する。防犯カメ
ラを新規で取り付けるよりも既設のカメラを流用し
警察等に登録することで防犯カメラの数を増やして
いきましょう。皆さんも積極的に登録をして下さい。
◎定例理事会（10月16日 観光ホテル18F伊吹）
〈出席〉Ｌ尾崎　Ｌ森　Ｌ高田　Ｌ貝出　Ｌ田中
　　　　Ｌ丹羽　Ｌ松浦　Ｌ三国　Ｌ林　Ｌ赤堀
　　　　Ｌ家田
１．会計報告
　９月末試算表　承認
２．委員長報告の件
　防犯ベルのアンケートは提出
３．その他
（1）仙台中央ＬＣに訪問の際、震災５周年となりま
したので、見舞金として10万円拠出しました。
つぎの例会で会員より５千円のドネーションネー
ションをお願いします。

（2）合同事務局運営に関する覚書署名の件
　　検討の結果、署名しないとする。

仙台中央グリーンLC
　　　CN55周年記念式典・祝宴
平成27年10月９日㈮ 江陽グランドホテル
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名古屋市中区錦三丁目8-14 名電ビル4階名古屋中ライオンズクラブ

尾崎　博明 東区葵1-6-3 ㈱ ジ ョ イ ン 明 和  TEL.772-6513

村松　健次 東区矢田1-16-10 五　松　商　事　㈱ TEL.721-3222

赤堀　　耕 中区丸の内2-17-12-402 赤 堀 法 律 事 務 所 TEL.222-1168

森　　千夏 中区栄5-1-33 Ｍ Ｏ Ｒ Ｒ Ｉ Ｓ TEL.261-3300

株式会社 地上社 名古屋市中区栄5-26-40

TEL.962-3782

TEL.241-1196

第1245回　12月４日（金）
通常例会　名古屋観光ホテル
第1246回　12月18日（金）
クリスマス例会　名古屋観光ホテル　　
第1247回　１月８日（金）
新年例会　名古屋観光ホテル　　　　
第1248回　１月22日（金）
合同例会　名古屋東急ホテル
定例理事会 毎月第２例会日

例会予告

ゴルフ部会だより

◇2015年９月16日（水）晴
　中京国際ゴルフ石野コース

　　優勝　松浦喜多男
　　２位　佐藤　文弘
　　３位　高田　暁男

◇ゴルフ部会日程
・11月25日㈭ 第12回 1R1Z 7クラブ合同親睦ゴルフ
・12月９日㈬ ゴルフ部会忘年会（スギモト 6：00～）
・12月11日㈮ 通常例会 三好CC東コース 8：33スタート

※10月例会（滋賀遠征）は都合により中止しました。

Ｌ谷口宗清を悼む
　私にとってはＬ谷口ではなく、
谷口宗匠であります。
　宗匠のもとに通いだしたのは
平成２年10月２日からで、もう
25年が過ぎました。ただお茶

を飲むだけの門弟で、未だにお茶を点てることは出
来ませんが、深い関係を重ねることが出来たのは宗
匠のお人柄からです。
　私はお茶に引かれて入門し、宗匠に引かれて過ご
すことが出来たことを人生の喜びに感じております。
私の後で入門したＬ杉本ともこのことをよく話しま
す。入門後しばらくしてわがクラブへの入会を打診
しますと快諾していただき、皆さんにも宗匠のお人
柄に接していただくことが出来、幹事または会計の
経験者とするわがクラブの慣例を超えて、故Ｌ小菅
　故Ｌ長谷川の強い推薦で会長をお勤めになったこ
とを私は誇りにさえ思いました。
　宗匠の茶室「古今庵」には多くの方々が宗匠を慕
って入門され、稽古の場は常に和やかな雰囲気に包
まれ、その場に居るだけで心が落ち着きお茶を飲む
ことが出来たのは、お点前を教わる以上に大切であ
ることを教えられました。自分も色々な時にこのよ
うな場を作ることが出来たならと深く考えさせられ

ました。
　宗匠は歌舞伎がお好きで、故Ｌ長谷川がお連れし
た中村富十郎丈とは深いお付き合いをされ、冨十郎
丈は名古屋公演の際には自分から希望して宗匠宅を
訪問してお茶を楽しまれました。宗匠は酒の席では
役者の声色を披露され、わがクラブのクリスマス例
会では白波五人男の弁天小僧役を披露されましたが、
私はお亡くなりになった前日お見舞いに伺い、ご子
息に言われて小唄でお富与三郎を唄い弁天小僧のせ
りふを語りますと、今まで下がり続けていた血圧が
一瞬高まり、これが最後の触れ合いとなりました。
　思い出を語ると何時までも終わることがありませ
ん、今でも宗匠がフット現れる気がします。宗匠25
年のお教えをありがとうございました。あの世では
お釈迦様にお茶を点ててあげてください。　　合掌

　愚弟子　田 中  博 晶

優勝のＬ松浦喜多男

電源機器販売・保守

㈱貝出電機商会
代表取締役

貝　出　賢　司

東区筒井一丁目14-2
TEL.052-935-6703

呉服卸

㈱名古屋大森
取締役会長

兼　松　俊　雄

中区橘二丁目6-22
TEL.052-331-1991

百貨店

㈱大丸松坂屋百貨店
執行役員

加　藤　俊　樹

中区栄三丁目16-1
TEL.052-251-1111

税理士
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東区筒井二丁目10-39
TEL.052-935-0010


